
学術プログラム 

 

8:55-9:00 

開会のご挨拶 

遠藤 俊郎（富山大学） 

 

午前の部（一般演題） 

9:00-9:28 

腫瘍 1      座長 岡本 一也（金沢医科大学） 

１． Rhabdoid glioblastoma の一例 

○岩味 健一郎 1、藤井 正純 1、夏目 敦至 1、百田 洋之 1、伊藤 元一 1、 

本村 和也 1、長坂 徹郎 2、若林 俊彦 1 
1名古屋大学 医学部 脳神経外科、2名古屋大学 医学部 附属病院 検査部病理 

 

２． 放射線照射とテモダール治療後に視神経症を生じた oligodendroglioma の一例 

○告野 正典 1、稲尾 意秀 1、小池 譲治 1、岡本 剛 1、片岡 弘匡 1 
1名古屋第一赤十字病院 脳神経外科 

 

３． リンパ球性下垂体炎などとの鑑別に苦慮した Barrett 食道癌の下垂体転移の一例 

○佐藤 祐介 1、倉光 俊一郎 1、加野 貴久 1、高橋 郁夫 1、永谷 哲也 4、 

武藤 佐弥香 2、泉 千明 3、木野本 武久 1 
1安城更生病院 脳神経外科、2安城更生病院 内分泌・糖尿病内科、 
3安城更生病院 消化器内科、4名古屋大学医学部 脳神経外科 

 

４． サイバーナイフ治療が有効であった頭蓋内硬膜転移の 1例 

○水松 真一郎 1、龍 浩志 1、土屋 直人 1、野村 契 1 
1総合青山病院 脳神経外科 

 

9:28-9:56 

腫瘍 2      座長 竹内 浩明（福井大学） 

５． 乳癌治療 9年後に見られた頭蓋骨髄膜腫の 1例 

○毛利 元信 1、鈴木 秀謙 1、畑崎 聖二 1、松原 年生 1、滝 和郎 1 
1三重大学 脳神経外科 

 

 

 



６． 静脈洞閉塞による頭蓋内圧亢進症状で発症した small hemangiopericytoma の１例 

○福岡 俊樹 1、高橋 立夫 1、今川 健司 1、須崎 法幸 1、津金 慎一郎 1、 

鶴見 有史 1、大枝 基樹 1、横山 欣也 1、森谷 鈴子 2 

1名古屋医療センター 脳神経外科、2名古屋医療センター 研究検査科 

 

７． 急速に再発をきたした anaplastic meningioma の 1 例 

○河原 庸介 1、中田 光俊 1、林 裕 1、長谷川 貴之 1、毛利 正直 1、林 康彦 1、 

内山 尚之 1、濱田 潤一郎 1 
1金沢大学 脳神経外科 

 

８． GFAP に陽性を示した血管腫性髄膜腫の 1例 

○笹川 泰生 1、岡本 一也 1、黒瀬 望 2、赤井 卓也 1、立花 修 1、野島 孝之 2、 

飯塚 秀明 1 
1金沢医科大学 脳神経外科学、2金沢医科大学 臨床病理学 

 

9:56-10:24 

腫瘍 3      座長 柿澤 幸成（信州大学） 

９． 大型髄膜腫の２手術例 

○荒川 泰明 1、江塚 勇 1、吉川 陽文 1、内山 尚之 2、林 裕 2、濱田 潤一郎 2 
1新潟県厚生連上越総合病院脳神経外科、2金沢大学医学部脳神経外科 

 

10. サイバーナイフ治療後に短期間で急速な増大を認めた clear cell meningioma の 1 例 

○堀 聡 1、林 央周 1、永尾 征弥 1、永井 正一 1、栗本 昌紀 1、遠藤 俊郎 1 
1富山大学 医学部 脳神経外科 

 

11. 前頭蓋底硬膜から発生した海綿状血管腫の一例 

○芝本 和則 1、宮嵜 章宏 1、滝 英明 1、青山 国広 1、千村 美里 1 
1一宮西病院 脳神経外科 

 

12. 鞍上部に首座を認めたラトケ嚢胞の 1例 

○河野 史穂 1、向井 裕修 1、山崎 法明 1、高畠 靖志 1、若松 弘一 1、宇野 英一 1、

土屋 良武 1 
1福井県済生会病院 脳神経センター 脳神経外科 

 

休憩（10:24-10:40） 

 



10:40-11:15 

脊髄・脊椎     座長 原 政人（名古屋大学） 

13. 椎体後方に進展したヘルニアに対して頸椎前側方部分椎体削開術（ALPV）を施行した１

例 

○大井 政芳 1、土田 隼太郎 1 
1フジ虎ノ門整形外科病院 脊椎センター 

 

14. 胸椎病変による進行性対麻痺に対してフックとロッドで後方固定した 2例 

○長谷部 朗子 1、北浜 義博 2、難波 宏樹 2、横山 徹夫 3 
1焼津市立総合病院 脳神経外科、2浜松医科大学 脳神経外科、 
3市立御前崎総合病院 脳神経外科 

 

15. 頚椎手術で改善した間欠性跛行の２例 

○中島 良夫 1、木谷 隆一 1、朴 在鎬 1 
1富山労災病院 脳神経外科 

 

16. シートベルト外傷による椎骨動脈損傷の 1例 

○藤本 昌志 1、亀井 裕介 1、岡田 昌彦 1 
1三重県立総合医療センター 脳神経外科 

 

17. 拡散強調画像の所見により診断に苦慮した脊髄嚢胞性病変の一例 

○日向 崇教 1、長原 正静 2、松本 隆 1、山本 憲一 1、渡辺 隆之 1、大島 望 1 
1豊川市民病院 脳神経外科、2豊川市民病院 脳神経外科 

 

11:15-11:50 

その他     座長 吉田 耕一郎（藤田保健衛生大学） 

18. パーキンソン病のオン時のジストニアに対する DBS 

○岡 雄一 1、梅村 淳 1、山田 和雄 1 
1名古屋市立大学医学部 脳神経外科 

 

19. 脳腫瘍との鑑別が困難であった多発性硬化症(MS)の一例 

○船井 三規子 1、安田 宗義 1、高安 正和 1 
1愛知医科大学 脳神経外科 

 

 

 



20. 腫瘍性変化を示した primary angitiis of the central nervous system の一例 

○種井 隆文 1、伊藤 雅文 2、橋詰 良夫 3、竹林 成典 1、中原 紀元 1、 

若林 俊彦 4 
1名古屋セントラル病院 脳神経外科、2名古屋第一赤十字病院 病理部、 
3愛知医科大学加齢医科学研究所 神経病理、4名古屋大学 脳神経外科 

 

21. 蝶形骨縁髄膜腫の摘出術後に後頭蓋窩出血 remote cerebellar hemorrhage を来たした 1

例 

○吉田 優也 1、塚田 利幸 1、清水 有 1、橋本 正明 1 
1公立能登総合病院 脳神経外科 

 

22. AVM に対するガンマナイフ治療 18 年後に発症した慢性被包化血腫の一例 

○楠瀬 睦郎 1、榎本 一巳 1、木田 義久 2 
1南生協病院 脳神経外科、2小牧市民病院 脳神経外科、 

 

ランチョンセミナー 12:00-12:50 

座長 木谷 隆一（富山労災病院 脳神経外科） 

「小児脳腫瘍の手術」 

産業医科大学 脳神経外科 教授 西澤 茂 先生 

共催：大塚製薬株式会社 

 

日本脳神経外科学会中部支部理事会 12:00-12:50 

     3F ダイアモンド 

 

第 77 回日本脳神経外科学会中部支部学術集会 優秀論文表彰式 12:50-13:00 

 

演題 35：動眼神経麻痺で発症した内頚動脈後交通動脈分岐部動脈瘤における CFD 解析 

三重中央医療センター 脳神経外科 三浦 洋一 先生 

演題 14：Vertebral artery loop による左 C6 神経根症の一例 

愛知医科大学 脳神経外科 安田 宗義 先生 

演題 43：脳卒中後・慢性期麻痺に対する大脳皮質電気刺激療法：２症例呈示 

豊田厚生病院 脳神経外科 山之内 高志 先生 

 

 

 

 



特別講演 13:00-14:00 

座長 遠藤 俊郎（富山大学） 

「脳腫瘍の臨床病理と共に 40 年」 

福井大学 脳脊髄神経外科 名誉教授 久保田 紀彦 先生 

 

「My history of microsurgery」 

藤田保健衛生大学 脳神経外科 名誉教授 佐野 公俊 先生 

 

 

午後の部（一般演題） 

 

14:00-14:35 

感染・その他     座長 林 康彦（金沢大学） 

23. 鼻腔内嚢胞に対して穿刺後、髄液鼻漏をきたした一例 

○太田 圭祐 1、前田 憲幸 1、山本 優 1、河村 彰乃 1、杉田 竜太郎 1、 

池田 公 1、渋谷 正人 1 
1社会保険中京病院 脳神経外科 

 

24. 出血をきたしたノカルジア脳膿瘍の１例 

○丹羽 愛知 1、棚橋 邦明 1、鬼頭 晃 1、雄山 博文 1、槇 英樹 1、服部 健一 1 
1大垣市民病院 脳神経外科 

 

25. 水痘帯状疱疹ウイルス（VZV）感染後に脊髄炎を発症した１例 

○鳥越 恵一朗 1、梅村 公子 1、塚田 剛史 1、増岡 徹 1、伊東 正太郎 1 
1市立砺波総合病院 脳神経外科 

 

26. シャント不全により parkinsonism と眼球運動障害を呈した中脳水道狭窄症の 1例 

○種村 衣里子 1、永谷 哲也 1、岸田 悠吾 1、若林 俊彦 1 
1名古屋大学 医学部 脳神経外科 

 

27. ワルファリン内服時における栄養、輸液管理 

○加野 貴久 1、佐藤 祐介 1、倉光 俊一郎 1、高橋 郁夫 1、濱石 華乃子 2、 

木野本 武久 1 
1安城更生病院 脳神経外科、2安城更生病院 薬剤科 

 

 



14:35-15:03 

小児・その他     座長 大江 直行（岐阜大学） 

28. 病理所見により髄膜炎の原因と診断された前頭蓋底髄膜脳瘤の１例 

○古川 和博 1、三浦 洋一 1、石田 藤麿 1、霜坂 辰一 1 
1独立行政法人 国立病院機構 三重中央医療センター 脳神経外科 

 

29. 内視鏡的第３脳室開窓術を施行した Blake’s pouch cyst の一例 

○岡田 誠 1、大江 直行 1、矢野 大仁 1、吉村 紳一 1、岩間 亨 1 
1岐阜大学 大学院医学系研究科 脳神経外科学分野 

 

30. 先天性無フィブリノゲン血症患者に発症した慢性硬膜下血腫の手術経験 

○酒井 直人 1、赤嶺 壮一 1、徳山 勤 1、難波 宏樹 1 
1浜松医科大学 脳神経外科 

 

31. 開心術後の抗凝固療法中に発症した非外傷性後頭蓋窩急性硬膜下血腫の２手術例 

○岡田 正康 1、森田 幸太郎 1、青木 悟 1、本道 洋昭 1 

1富山県立中央病院 脳神経外科 

 

15:03-15:38 

血管障害 1     座長 当麻 直樹（三重大学） 

32. 非外傷性後頭蓋窩解離性脳動脈瘤における先行頭頸部痛の性状の重要性～連続 50 例の

検討 

○渡邊 水樹 1、田中 篤太郎 1、太田 仲郎 1、中戸川 裕一 1、稲永 親憲 1、 

平松 久弥 4、山本 貴道 2、杉浦 康仁 3、花北 順哉 5、難波 宏樹 4 
1聖隷浜松病院 脳神経外科、2聖隷浜松病院 てんかんセンター、 
3聖隷三方原病院 脳血管内外科、4浜松医科大学 脳神経外科、 
5藤枝平成記念病院 脊髄脊椎疾患治療センター 

 

33. 脊柱管内を走行する椎骨動脈に生じた解離の一例 

○大島 望 1、日向 崇教 1、松本 隆 1、山本 憲一 1、渡辺 隆之 1 
1豊川市民病院 脳神経外科 

 

34. 過去 3年間に治療した大型動脈瘤の 10 症例 

○中根 幸実 1、近藤 五郎 1、灰本 章一 1、鈴木 啓道 1、若林 健一 1、井上 憲夫 1、 

渡邊 正男 1 
1豊橋市民病院 脳神経外科 



35. 破裂脳動脈瘤コイル塞栓術における術前 CFD 解析への取り組み 

○三浦 洋一 1、石田 藤麿 1、梅田 靖之 2、古川 和博 1、深澤 恵児 2、 

阪井田 博司 2、松島 聡 2、霜坂 辰一 1、滝 和郎 2 
1独立行政法人国立病院機構 三重中央医療センター 脳神経外科、 
2三重大学 脳神経外科 

 

36. 突然の視力低下で発症した右眼窩内血栓化静脈瘤の１例 

○垣内 孝史 1、岡本 禎一 1、長谷川 光広 1 
1藤田保健衛生大学 坂文種報徳會病院 脳神経外科 

 

休憩（15:38-15:48） 

 

15:48-16:16 

血管障害 2     座長 酒井 直人（浜松医科大学） 

37. 脳底動脈閉塞症に対して経動脈的血栓溶解療法を行った 1例 

○鳥飼 武司 1、杉野 文彦 1、神田 佳恵 1、山本 光晴 1 
1蒲郡市民病院 脳神経外科 

 

38. 脳底動脈急性閉塞症に対する積極的血管再開通療法：その治療成績と予後良好因子の検

討 

○田中 嘉隆 1、江頭 裕介 1、山田 清文 1、榎本 由貴子 1、吉村 紳一 1、岩間 亨 1 
1岐阜大学付属病院 脳神経外科 

 

39. 補助循環を併用し心不全急性期に施行した STA-MCAbypass 術の 1例 

○千村 美里 1、青山 国広 1、芝本 和則 1、滝 英明 1、宮嵜 章宏 1、川上 徹 2、 

大野 泰良 2 
1一宮西病院 脳神経外科、2一宮西病院 循環器内科 

 

40. 内視鏡的血腫除去後に血行再建を行った出血発症のもやもや病の一例 

○西堀 正洋 1、松平 哲史 1、清水 陽元 1、遠藤 乙音 1、岡田 健 1、小林 望 1、 

山本 直人 1 
1愛知厚生連 海南病院 脳神経外科 

 

 

 

 



16:16-16:44 

血管障害 3     座長 大須賀 浩二（愛知医科大学） 

41. SAH で発症した spinal perimedullary AVM に対する lateral approach による根治術 

○石澤 錠二 1、郭 泰彦 1、山下 健太郎 1、野村 悠一 1、安藤 隆 1 
1朝日大学附属 村上記念病院 脳神経外科 

 

42. 未破裂 C3～4 大型動脈瘤に対する high-flow bypass における術中の pitfall と術後管

理 

○神尾 佳宣 1、航 晃仁 1、角谷 和夫 1、齋藤 靖 2 
1藤枝市立総合病院 脳神経外科、2静岡赤十字病院 脳神経外科 

 

43. 急速に増大し、術前診断が困難であった遠位部巨大中大脳動脈瘤の１例 

○山本 高士 1、吉本 真之 1、加藤 丈典 1、長谷川 俊典 1、飯塚 宏 1、石井 大 1、 

木田 義久 1 
1小牧市民病院 脳神経外科 

 

44. 真性頚部外頚動脈瘤の一例 

○大枝 基樹 1、高橋 立夫 1、津金 慎一郎 1、須崎 法幸 1、鶴見 有史 1、 

横山 欣也 1、福岡 俊樹 1、今川 健司 1、市原 周 2、森谷 鈴子 2 
1名古屋医療センター 脳神経外科、2名古屋医療センター 研究検査科 

 

16:44-17:12 

血管障害 4     座長 岡 雄一（名古屋市立大学） 

45. 血管内治療を行った上小脳動脈遠位部動脈瘤の一例 

○浅沼 恵 1、宮岡 嘉就 2、今井 恵理子 3、荻原 利浩 1、大屋 房一 1、竹前 紀樹 1 
1長野市民病院 脳神経外科、2信州大学 脳神経外科、3長野市民病院 麻酔科 

 

46. Occipital transtentrial approach による小脳動静脈奇形摘出術の 2例 

○常俊 顕三 1、新井 良和 1、細田 哲也 1、橋本 智哉 1、有島 英孝 1、小寺 俊昭 1、 

北井 隆平 1、新井 良和 1、竹内 浩明 1、菊田 健一郎 1 
1福井大学 医学部 脳脊髄神経外科 

 

 

 

 

 



47. 感染性心内膜炎に続発した中大脳動脈本幹の血栓化細菌性脳動脈瘤の 1例 

○長谷川 貴之 1、見崎 孝一 1、渡邉 卓也 1、毛利 正直 1、内山 尚之 1、 

濱田 潤一郎 1、池田 清延 2、坂尻 顕一 3 
1金沢大学 脳神経外科、2金沢医療センター 脳神経外科、 
3金沢医療センター 神経内科 

 

48. 脳出血発症の硬膜動静脈瘻(Cognard type IV)の 1 例 

―血行動態と varix の病理学的検討― 

○高橋 千晶 1、久保 道也 1、岡本 宗司 1、松村 内久 1、上山 浩永 1、柴田 孝 1、 

堀江 幸男 1、桑山 直也 2、遠藤 俊郎 2 
1富山県済生会富山病院 脳卒中センター 脳神経外科、 
2富山大学 医学部 脳神経外科 

 

17:12-17:17 

閉会のご挨拶 

遠藤 俊郎（富山大学） 

 

 

 

 

 

次回ご案内 

第 79 回日本脳神経外科学会中部支部学術集会 

日時： 平成 22 年 9 月 25 日（土） 

場所： 信州大学医学部附属病院外来棟 4階 大会議室 

（〒390-8621 長野県松本市旭 3-1-1） 

会長： 信州大学 医学部 脳神経外科 本郷 一博 先生 

事務局：信州大学 医学部 脳神経外科 担当 柿澤 幸成 先生 

 〒390-8621 長野県松本市旭 3-1-1 

 Tel：0263-37-2690 Fax：0263-37-0480 


